
 

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人　事　異　動
（部     長）

氏　　　名 新　　　所　　　属 現　　　所　　　属 発令年月日

神谷　輝明
素形材事業部企画開発部主席部員
兼　素形材事業部企画開発部企画管理室長

素形材事業部航空宇宙材料部主席部員
兼　素形材事業部企画開発部主席部員

2018年3月15日

大橋　貢八郎 株式会社ダイドー電子転籍 生産技術部長 2018年3月31日

山田　克彦 株式会社ダイドー電子転籍 大同特殊鋼（上海）有限公司出向 〃

古瀬　努 関連事業部主席部員 ＩＴ企画部長 2018年4月1日

保母　誠 海外事業部主席部員 Daido Steel (America) Inc.出向 〃

永谷　哲洋 技術企画部長
素形材事業部渋川工場副工場長
兼　生産技術部主席部員

〃

山田　龍三 ＩＴ企画部長 モノづくり改革部長 〃

本庄　則夫 モノづくり改革部長 素形材事業部航空宇宙材料部航空宇宙材料市場開発室長 〃

長谷川　智也 モノづくり改革部ＤＭＫ推進室長
知多工場設備センター長
兼　知多工場知多帯鋼工場主席部員
兼　知多工場知多型鍛造工場主席部員

〃

加藤　浩
法務部主席部員
兼　法務部名古屋法務室主席部員
兼　総務部主席部員

法務部主席部員
兼　総務部主席部員

〃

内藤　幸宏 安全健康推進部長 知多工場知多帯鋼工場王子工場長 〃

松村　康志 技術開発研究所副所長
技術開発研究所副所長
兼　技術開発研究所軟磁性材料研究室長

〃

坂口　一哉 マテリアルソリューション部主席部員 新分野事業部主席部員 〃

渡邉　光輝 型鍛造構造改革プロジェクト主席部員 知多工場知多型鍛造工場主席部員 〃

（次頁へ続く）

2018年3月30日

大同特殊鋼株式会社



（前頁より続き）
（部     長）

氏　　　名 新　　　所　　　属 現　　　所　　　属 発令年月日

守山　忠男 型鍛造構造改革プロジェクト主席部員 Daido Steel (Thailand) Co.，Ltd.出向 2018年4月1日

羽田　浩二
営業総括部販売管理室長
兼　営業総括部商務室長

営業生産統括部販売管理室長 〃

鈴木　忠敬 生産管理部長
星崎工場副工場長
兼　ダイバーシティ推進プロジェクト主席部員

〃

渡邊　光平
輸出部長
兼　輸出部第三営業室長

Daido Steel (America) Inc.出向 〃

斉藤　幹郎 自動車ビジネスユニット東京営業部第一営業室長 経理部経理室長 〃

山口　智則
素形材事業部渋川工場副工場長
兼　生産技術部主席部員

生産技術部生産技術室長
兼　生産技術部主席部員

〃

八木　謙治 素形材事業部渋川工場主席部員 技術企画部品質保証室長 〃

林　康一 工具鋼事業部工具鋼営業部長
工具鋼事業部工具鋼営業部長
兼　工具鋼事業部工具鋼営業部東京営業室長

〃

廣谷　真澄 電子部材製品部長 新分野事業部事業部長 〃

渡辺　剛 生産技術部長 生産技術部主席部員 〃

和田　貴夫
生産技術部生産技術室長
兼　生産技術部主席部員

素形材事業部渋川工場品質保証室長 〃

木村　健一郎
知多工場副工場長
兼　生産技術部主席部員

知多工場副工場長 〃

野口　敦司
知多工場生産管理室長
兼　営業総括部販売管理室主席部員
兼　生産管理部主席部員

知多工場生産管理室長
兼　営業生産統括部販売管理室主席部員

〃

杉江　郁夫
知多工場知多型鍛造工場長
兼　型鍛造構造改革プロジェクト主席部員

知多工場知多型鍛造工場長 〃

（次頁へ続く）



（前頁より続き）
（部     長）

氏　　　名 新　　　所　　　属 現　　　所　　　属 発令年月日

武藤　利喜
星崎工場副工場長
兼　ダイバーシティ推進プロジェクト主席部員

自動車ビジネスユニット東京営業部第一営業室長 2018年4月1日

津野　雅英 株式会社大同キャスティングス出向 安全健康推進部長 〃

高橋　知之 Daido Steel (Thailand) Co.，Ltd.出向 知多工場知多型鍛造工場君津工場長 〃

山内　靖稔 大同特殊鋼（上海）有限公司出向 輸出部長 〃

木村　利光 Daido Steel (America) Inc.出向 技術開発研究所副所長 〃

酒向　秀文 PT. ASTRA DAIDO STEEL INDONESIA出向 天文大同特殊鋼有限公司出向 〃

（次     長）

氏　　　名 新　　　所　　　属 現　　　所　　　属 発令年月日

荒木　岳彦
関連事業部副主席部員
兼　経営企画部副主席部員

Daido Steel (Thailand) Co.,Ltd.出向 2018年4月1日

後藤　勝志 技術企画部品質保証室長 特殊鋼ソリューション部東京第二ソリューション室長 〃

大中　一徳 技術企画部知財室副主席部員 総務部副主席部員 〃

宮崎　達二郎 法務部名古屋法務室長 法務部副主席部員 〃

今西　寛 人事部副主席部員 株式会社大同キャスティングス出向 〃

小島　伸二 安全健康推進部ソフト改革室長
安全健康推進部ハード改革室長
兼　モノづくり改革部ＤＭＫ推進室副主席部員

〃

福谷　泰生 経理部経理室長
経理部資金室長
兼　法務部副主席部員

〃

岩田　学
経理部資金室長
兼　法務部副主席部員

営業生産統括部商務・物流室長
兼　営業生産統括部販売管理室副主席部員

〃

根元　哲 経理部渋川経理室長 経理部渋川経理室副主席部員 〃

（次頁へ続く）



（前頁より続き）
（次     長）

氏　　　名 新　　　所　　　属 現　　　所　　　属 発令年月日

鈴木　寿穂 技術開発研究所副所長 技術開発研究所企画室長 2018年4月1日

飯尾　晋司
技術開発研究所機能材料研究室副主席研究員
兼　電子部材製品部光デバイス室副主席部員

新分野事業部営業室副主席部員
兼　新分野事業部製造・開発室副主席部員

〃

堀尾　浩次 技術開発研究所溶融成形研究室長 技術開発研究所計測制御研究室副主席研究員 〃

重光　俊明 マテリアルソリューション部副主席部員 フジオーゼックス株式会社出向 〃

中野　博之 営業総括部販売管理室副主席部員 営業生産統括部販売管理室副主席部員 〃

臼杵　成章 生産管理部物流室長 輸出部第三営業室長 〃

岡野　慎一郎 自動車ビジネスユニット東京営業部第三営業室長 星崎工場生産管理室長 〃

首藤　純一
特殊鋼ソリューション部東京第二ソリューション室長
兼　高合金部高合金営業部副主席部員

特殊鋼ソリューション部東京第二ソリューション室副主席部員
兼　高合金部高合金営業部副主席部員

〃

今井　亮 特殊鋼ソリューション部東京第二ソリューション室副主席部員 大同特殊鋼（上海）有限公司出向 〃

平野　伸和 特殊鋼ソリューション部名古屋ソリューション室長 特殊鋼ソリューション部副主席部員 〃

関口　秀明 素形材事業部航空宇宙材料部航空宇宙材料市場開発室長 素形材事業部渋川工場生産技術室副主席部員 〃

甲斐　瑞樹
素形材事業部渋川工場生産管理室長
兼　生産管理部副主席部員

素形材事業部渋川工場生産管理室長 〃

小川　貴寛 素形材事業部渋川工場原材料室長 素形材事業部渋川工場副主席部員 〃

森　健志 素形材事業部渋川工場品質保証室長 素形材事業部渋川工場原材料室長 〃

岡﨑　秀峰 素形材事業部渋川工場鍛圧室長 素形材事業部渋川工場生産技術室副主席部員 〃
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（前頁より続き）
（次     長）

氏　　　名 新　　　所　　　属 現　　　所　　　属 発令年月日

早川　康一 粉末製品部粉末工場副主席部員 モノづくり改革部ＤＭＫ推進室長 2018年4月1日

野田　竜史 粉末製品部粉末工場副主席部員 粉末製品部粉末工場粉末製造室副主席部員 〃

水野　史人
粉末製品部粉末工場粉末技術開発室副主席部員
兼　粉末製品部粉末工場粉末技術開発室副主席部員

粉末製品部粉末工場粉末技術開発室副主席部員 〃

杉本　保弘 電子部材製品部副主席部員 新分野事業部製造・開発室長 〃

浅野　正克
電子部材製品部副主席部員
兼　技術開発研究所機能材料研究室副主席研究員

新分野事業部営業室長 〃

佐々木　美奈 電子部材製品部企画管理室長 新分野事業部業務管理室長 〃

勝見　昌高 電子部材製品部薄膜電子部材室長 新分野事業部薄膜電子材料営業室長 〃

川口　恵藏 電子部材製品部光デバイス室長 新分野事業部製造・開発室副主席部員 〃

曽根　豪紀 電子部材製品部光デバイス室副主席部員 新分野事業部製造・開発室副主席部員 〃

溝口　耕平 知多工場圧延第一室長 星崎工場棒鋼室長 〃

前田　若登 知多工場圧延第二室長 知多工場圧延第一室長 〃

土田　泰規
知多工場設備センター長
兼　知多工場知多帯鋼工場副主席部員
兼　知多工場知多型鍛造工場副主席部員

株式会社大同キャスティングス出向 〃

佐藤　大
知多工場知多型鍛造工場生産管理室長
兼　型鍛造構造改革プロジェクト副主席部員

自動車ビジネスユニット東京営業部第三営業室長 〃

長　浩之 知多工場知多型鍛造工場製造室長 知多工場知多型鍛造工場製造室副主席部員 〃

大橋　寛人 知多工場知多型鍛造工場君津工場長 知多工場知多型鍛造工場製造室長 〃

山口　真二
知多工場知多帯鋼工場技術室長
兼　生産技術部副主席部員

知多工場知多帯鋼工場技術室長 〃

（次頁へ続く）



（前頁より続き）
（次     長）

氏　　　名 新　　　所　　　属 現　　　所　　　属 発令年月日

佐藤　巧 知多工場知多帯鋼工場王子工場長 安全健康推進部ソフト改革室長 2018年4月1日

林　琢文
星崎工場生産管理室長
兼　生産管理部副主席部員

知多工場圧延第二室長 〃

西宮　宏和 星崎工場棒鋼室長 素形材事業部渋川工場鍛圧室長 〃

関戸　一樹 プロジェクト副主席部員 経理部経理室副主席部員 〃

大北　真也 プロジェクト副主席部員 経理部渋川経理室長 〃

木村　千香生 日星精工株式会社出向 マテリアルソリューション部副主席部員 〃

竹下　弘秋 株式会社大同キャスティングス出向 知多工場技術室副主席部員 〃

中川　裕司 Daido Steel (Thailand) Co.，Ltd.出向 知多工場知多型鍛造工場生産管理室長 〃

秋山　善紀 大同特殊鋼（上海）有限公司出向 特殊鋼ソリューション部名古屋ソリューション室長 〃

（課     長）

氏　　　名 新　　　所　　　属 現　　　所　　　属 発令年月日

坂田　雅史 法務部名古屋法務室主任部員 法務部主任部員 2018年4月1日

和田　嘉寿 法務部東京法務室長 法務部主任部員 〃

大西　勝義 人事部労政企画室主任部員 人材開発センター技術学園長 〃

中尾　貞治 人材開発センター技術学園長 人材開発センター技術学園主任部員 〃

吉田　光彦 安全健康推進部主任部員 星崎工場環境室主任部員 〃

肥田　隆志
安全健康推進部ハード改革室長
兼　安全健康推進部主任部員

星崎工場施設室主任部員 〃
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（前頁より続き）
（課     長）

氏　　　名 新　　　所　　　属 現　　　所　　　属 発令年月日

横江　新吾 安全健康推進部ハード改革室主任部員
安全健康推進部ハード改革室主任部員
兼　モノづくり改革部ＤＭＫ推進室主任部員

2018年4月1日

藤原　正尚 技術開発研究所企画室長 技術開発研究所加工成形研究室長 〃

筒井　美紀子 技術開発研究所軟磁性材料研究室長 技術開発研究所軟磁性材料研究室主任研究員 〃

川島　慎吾 技術開発研究所機能材料研究室主任研究員 新分野事業部製造・開発室主任部員 〃

奥村　鉄平 技術開発研究所粉末技術研究室長 技術開発研究所溶解凝固研究室主任研究員 〃

杉山　岳文 技術開発研究所粉末技術研究室主任研究員 技術開発研究所溶解凝固研究室主任研究員 〃

岡島　琢磨 技術開発研究所加工成形研究室長
技術開発研究所加工成形研究室主任研究員
兼　技術開発研究所主任部員

〃

上仲　明郎 技術開発研究所溶融成形研究室主任研究員 技術開発研究所計測制御研究室主任研究員 〃

大﨑　元嗣 技術開発研究所溶融成形研究室主任研究員 素形材事業部渋川工場生産技術室主任部員 〃

福島　誉史 型鍛造構造改革プロジェクト主任部員 知多工場知多型鍛造工場技術室主任部員 〃

土屋　一将 営業総括部販売管理室主任部員 営業生産統括部販売管理室主任部員 〃

古橋　実 営業総括部販売管理室主任部員 営業生産統括部販売管理室主任部員 〃

油谷　美奈子 営業総括部商務室主任部員 営業生産統括部商務・物流室主任部員 〃

北原　圭
生産管理部主任部員
兼　知多工場生産管理室主任部員

知多工場生産管理室主任部員 〃

成田　修二 素形材事業部渋川工場生産技術室主任研究員 技術開発研究所耐食・耐熱材料研究室主任研究員 〃

大島　康宣 工具鋼事業部工具鋼営業部東京営業室長 工具鋼事業部工具鋼営業部大阪営業室主任部員 〃

（次頁へ続く）



（前頁より続き）
（課     長）

氏　　　名 新　　　所　　　属 現　　　所　　　属 発令年月日

松林　克明 工具鋼事業部工具鋼営業部大阪営業室主任部員 工具鋼事業部工具鋼営業部名古屋営業室主任部員 2018年4月1日

田村　知彦 粉末製品部粉末工場主任部員
技術企画部築地テクノセンター主任部員
兼　技術企画部設備室主任部員

〃

金子　亮介 粉末製品部粉末工場主任部員 粉末製品部粉末工場粉末技術開発室主任部員 〃

寺口　達也
粉末製品部粉末工場粉末製造室主任部員
兼　粉末製品部粉末工場主任部員

粉末製品部粉末工場粉末製造室主任部員 〃

星野　伸英 粉末製品部粉末工場粉末技術開発室品質保証係長 粉末製品部粉末工場粉末技術開発室主任部員 〃

服部　正 電子部材製品部主任部員 技術開発研究所機能材料研究室主任研究員 〃

岩佐　繁 電子部材製品部薄膜電子部材室主任部員 新分野事業部製造・開発室主任部員 〃

大藤　克子 電子部材製品部薄膜電子部材室主任部員 新分野事業部薄膜電子材料営業室主任部員 〃

大野　孝司 電子部材製品部光デバイス室主任部員
マテリアルソリューション部主任部員
兼　新分野事業部営業室主任部員

〃

相川　守貴 電子部材製品部光デバイス室主任部員 新分野事業部製造・開発室主任部員 〃

保浦　健二 電子部材製品部光デバイス室主任部員 新分野事業部製造・開発室主任部員 〃

宇佐美　徹
生産技術部主任部員
兼　生産技術部生産技術室主任部員

技術企画部技術企画室主任部員
兼　関連事業部戦略事業推進室主任部員

〃

須藤　陽
生産技術部主任部員
兼　知多工場知多型鍛造工場技術室主任部員
兼　知多工場知多帯鋼工場冷延室主任部員

生産技術部主任部員
兼　知多工場知多型鍛造工場技術室主任部員

〃

大和　俊彦 星崎工場施設室主任部員 株式会社大同キャスティングス出向 〃

齊藤　芳成 プロジェクト主任部員 経理部経理室主任部員 〃

（次頁へ続く）



（前頁より続き）
（課     長）

氏　　　名 新　　　所　　　属 現　　　所　　　属 発令年月日

金川　淳 大同ＤＭソリューション株式会社出向 工具鋼事業部企画開発部ソリューション室主任部員 2018年4月1日

江崎　潤一 株式会社大同キャスティングス出向
生産技術部主任部員
兼　知多工場知多型鍛造工場技術室主任部員

〃

小川　満 大同環境エンジニアリング株式会社出向 機械事業部滝春テクノセンター総務室主任部員 〃

　　　　　　　　　　【お問い合わせ先】　大同特殊鋼株式会社　総務部広報室　　市　原

ＴＥＬ（０５２）９６３－７５０３
ＦＡＸ（０５２）９６３－４３８６

以　　上


